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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 

理  事  通  信 ［ＶＯＬ．９］   ２００８年３月 1 日発行 

     
西日本区理事 神谷 尚孝 

 

理事主題 「確信を持って前進しよう！」 

              “Let’s move forward with conviction!” 
 

三寒四温、ちょっとした油断で風邪を引き易い季節です、皆様方はお健やかにお過ごしです

か、健康な身体は全ての活動を活発に行う基です。 
 

2 月 15～17 日、アジア地域 11 区の全 RD（理事）と ASD(事業主任)が、東京の在日本韓国

YMCA アジア青少年センターに集い MYC 08(アジア年央会議)が開催されました。 

各区の活動状況や事業報告が活発に友好的雰囲気の中で行われました。西日本区からは一般

報告は文書掲載にとどめ、国際会長テーマの「国境なき奉仕」を実践されているクラブの活動

を、83 スライドのパワーポイントで紹介して、それらの活動に感動していただきました。理事

通信 11 月と 12 月号で活動の報告をお願いして、資料提供をして下さいました、姫路グローバ

ルクラブ＝「カンボジア歯ブラシ運動」・大阪なかのしまクラブ＝「ミャンマー支援活動」・京

都ウイングクラブ＝「インド・ランチ YMCA 教育支援活動」・京都トゥービークラブ＝「絵本

作り大作戦 ダリ語」・京都とグローバルクラブ＝「カンボジアに小学校校舎を贈ろう」・大阪西

クラブ＝「カンボジアに学校を造ろう！」の６クラブです。西日本区独自のＣＳ資金やＦＦ資

金があり、それらを通じて全会員が協力している事も紹介しました。英訳を谷川寛さん(大阪セ

ンテニアルクラブ)パワーポイントのスピーチを長尾ひろみさん（宝塚クラブ）にお世話になり

ました。このパワーポイントはＣＤにしていますので、ご関心のある方には貸し出しします。 
 

1 月末日集計の会員数は 1,702 名となりました。皆様の増強に対する思いが実りつつありま

す。九州部が目標と掲げた 300 名も、あと 7名で達成できます。私達の運動を更に力強いもの

とするために増強に励みましょう。 
 

            ３月 強調月間 EF・JWF 
   ワイズを通して得られる大きな賜物に対し、感謝を込めてその一部をワイズに 

   お返ししよう。 

     前田 文夫 ファンド事業主任（姫路グローバルワイズメンズクラブ） 
 
 
 
3-1   次次期アジア会長(2009～10 年度)決まる。 

   MYC 08 でアジアの全 RD の投票により、Chon Byun-koo 氏（韓国西区）に決まりま

した。(次期 2008～9 年度)はスリランカの Rita Hettiarachchi さんです。 
 

3-2   2009 年アジア大会は。 

スリランカで開催する事が前年度に決まり、いくらかの準備が行われて来ましたが、ス

リランカの民族紛争の停戦協定が１月に破棄され、治安不安の状況から開催地見直しの

議論が交わされ、6 月までにアジアの RD による投票で決める事になりました。 
 
3-3   2008 年国際大会（デンマーク）参加ＢＦ代表決定。 

    西日本区からパーシャルグラントに唯１名の応募をしていました北村久美子さん（大阪 

    西クラブ）が認められました。東日本区からは４名決定です。おめでとうございます。 
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3-4   後期区費の納入はお済みですか。 
後期区費の納入期限は、2 月 29 日(金)です。未だお済みでないクラブは至急西日本区

事務所より各クラブ会長宛てにお送り致しました請求書をご確認の上指定の払込用紙

でご送金下さい。クラブ名、項目明細など洩れのないようにお願い致します。 
 

3-5 各事業のファンド締切日が迫っています。 
BF の使用済み切手の締切り⇒3 月 15 日 

   CS、TOF、FF、BF 献金の締切り⇒3 月 31 日 
       西日本区専用の払込用紙の摘要欄に間違いなく送金の目的（BF 現金、CS 年賀切手、

TOF、FF）をはっきりご記入の上郵便局からお払込み下さい。 
    尚、目標金額は CS：1,800 円/人 TOF：2,000 円/人 FF：1,000 円/人 BF：1,900 円/人 

Y サ・ASF 自由献金：1,000 円/人 EF：100＄/１口 JWF：5,000 円/１口(極力２口) 
    BF の目標金額は昨年までの 3,000 円/人から下がっています。Y サ・ASF 自由献金は 
    今期から目標金額を決めました。 
 
3-6   中西部次期部長決まる。 
    中西部次期部長は大阪千里クラブの井上 巌様に決定されています。 
 
3-7 次期会長・主査研修会が開催されます。 

次期会長・主査研修会が 2008 年 3 月 15 日(土)～16 日(日)チサンホテル新大阪におい

て開催されます。次期会長・次期事業主査の皆様全員のご参加をお願い致します。 
 
3-8   第１１回西日本区大会参加申込みをお待ちしています。 

    2008 年 6 月 14 日(土)～15 日(日)に奈良で開催されます「第 11 回西日本区大会」の参

加申込みはもうお済でしょうか？ホストクラブ一同、大勢の皆様のご参加を心からお待

ちしております。 
 
3-9   びわこ部・滋賀 YMCA 共催で「びわ湖について話そう」が開催されます。 
    4月19日(土)13:30～ 大津市北部地域文化センター 大津市堅田2-1-11(077-574-0140) 

       講 師：ブライアン・ウイリアムズ氏(画家)  岡田京子氏(ヨシ笛演奏) 

熊谷道夫先生(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター研究情報統括員)  

       後 援：滋賀県・滋賀県教育委員会 大津市・大津市教育委員会 

    申込み：近江八幡 YMCA  TEL:0748-33-2420 FAX:0748-34-8230  
この催しはびわこ部 YY フォーラムです。 

 
3-10  西中国部主催の EMC 研修会兼交流会兼 YY フォーラムが開かれます。 
    3 月 22 日(土)～23 日(日)錦パレスホテル(雙津峡温泉)岩国市錦町深川(0827-73-0211) 

       22 日 14:00～17:00 EMC 研修会 17:00～19:00 夕食・入浴 19:00～交流会 

    23 日 9:00～12:00 YY フォーラム 参加費：12,000 円 
 
3-11  クラブ周年記念例会のご紹介 
   ＊京都グローバルクラブ：15 周年 3 月 1 日(土) リーガロイヤルホテル京都 

    16:30～ 記念式典『カンボジア小学校建設』報告 18:00～ 祝宴 登録費 ￥10,000- 

   ＊芦屋クラブ:10 周年 4 月 19 日(土) 11:00～ 関西学院会館 DBC 締結式（もりおか）  

大人の雰囲気と若さ溢れる JAZZ 演奏で皆様を歓迎いたします。￥8,000 

   ＊神戸ポートクラブ 20 周年:4 月 29 日(火祝) 14:00～18:00 日本キリスト教団神戸教会 

    14:00～ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ：1,000 円(古楽器､ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ､合唱)16:00～記念式典･懇親会:2,000 円 

＊広島・西宮・近江八幡クラブ：60 周年 5 月 17 日(土) 第１部 記念式典 11:45～ 

    記念講演 12:20～(琵琶湖ホテル)第２部 13:30～ 船上パーティー(遊覧船ミシガン) 

     ＊宝塚クラブ：20 周年 5 月 31 日(土) 11:30～ 記念式典 12:00～ 活動紹介及びｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

    13:00～15:00 懇親会 登録費 ￥7,000  宝塚ホテル(阪急今津線、宝塚南口駅前) 
 
3-12  バングラディッシュ南部サイクロン災害支援募金の件。 

昨年 11 月 15 日にバングラディッシュ南部をサイクロンが襲った災害への支援募金の 

ご協力に感謝致します。西日本区事務所への送金は 3月 20 日迄にお願いしております 

ので、宜しくお願い申し上げます。 


